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遠隔デスクトップシステムからの印刷 

 

～ 利用の前に ～ 

ここでは、遠隔デスクトップを利用した印刷手順を説明します。印刷する前の作業として、印

刷したいファイルをWeb メールや TCUストレージ、OneDrive（Webブラウザー利用）を利用して

遠隔デスクトップにて扱えるようにします。 

 

Web メールを利用した方法は次のページから説明します。 

 

TCU ストレージを利用した方法は 4ページ目から説明します。 
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Web メールを利用したファイル転送 

Web メールは「Outlook on the web」と「Deep Mail」の 2種類用意されています。（これら TCU-Web

メールの詳細については以下のサイトをご覧ください。） 

https://www.itc.tcu.ac.jp/ictservice/tcumail/ 

 

1. ブラウザーからWeb メールにアクセスします。下記 URLにアクセスしましょう。 

Outlook on the web：https://outlook.live.com 

Deep Mail ：https://mail.tcu.ac.jp 

 

2. TCUアカウントでサインインします。 

(ア) Outlook on the web 

  

(イ) Deep Mail 

 

 

  

https://www.itc.tcu.ac.jp/ictservice/tcumail/
https://outlook.live.com/
https://mail.tcu.ac.jp/
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3. 自分宛にメールを送ります。その際に、印刷をしたいファイルを添付するようにしましょう。 

(ア) Outlook on the web 

① 「新しいメッセージ」を押します。 

 

② 「宛先」に自分の TCU メールアドレスを入力します。 

③ 「添付」をクリックして、「このコンピュータから選択」を選択して印刷したいファイルが

存在しているフォルダを指定してから、ファイルを選択して「開く」を押します。 

  

④ 「送信」ボタンを押します。（「件名」を入れないとメッセージが表示されますが、構わ

ず、「送信」を押します。） 

(イ) Deep Mail 

① 「メール作成」を押します。 

 

② 「宛先」に自分の TCU メールアドレスを入力します。 

③ 「ファイル添付」欄の「ファイル追加」をクリックして、「このコンピュータから選択」を選

択して印刷したいファイルが存在しているフォルダを指定してから、ファイルを選択し

て「開く」を押します。 

 

④ 「メール送信」ボタンを押します。（「件名」を入れないとメッセージが表示されますが、

構わず、「はい」を押します。） 

 

4. ここから遠隔デスクトップでの作業に入ります。引き続き、「遠隔デスクトップの利用について」

をご覧ください。  
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TCUストレージを利用したファイル転送 

（TCU ストレージの詳細については以下のサイトをご覧ください。） 

https://www.itc.tcu.ac.jp/service/storage/ 

 

5. ブラウザーから TCU ストレージにアクセスします。下記 URLにアクセスしましょう。 

https://storage.tcu.ac.jp/ 

 

6. TCUアカウントとパスワードを入力して、「ログイン」を押します。 

 

 

7. TCUアカウントユーザー名をクリックします。 

 

https://www.itc.tcu.ac.jp/service/storage/
https://storage.tcu.ac.jp/
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8. 「アップロード」をクリックします。 

 

 

9. アップロード方法は 2通りです。 

(ア) 「ここにファイルをドラッグ＆ドロップ」 

灰色の領域または白い矢印部分にファイルをドラッグ＆ドロップします。まとめて複数指

定可能です。 

 

 

(イ) 「ファイルを選択」 

エクスプローラーが表示されてファイルの選択をします。複数指定可能です。 
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10. ファイルを指定したら「アップロード」を押します。（「印刷のご案内_1.txt」と「印刷のご案内

_3.txt」をアップロードしようとしています。） 

 

 

11. 「閉じる」を押します。 

 

 

12. 転送の作業は完了です。画面右上の「▼」をクリックして「ログアウト」を押しましょう。 
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遠隔デスクトップの利用について 

ここからはブラウザーを用いた遠隔デスクトップの操作になります。以下の 2 点にご留意くだ

さいますようお願い申し上げます。 

⚫ 学外から利用する場合は予め、VPN 接続による学内ネットワークに接続してから利用し

てください。VPN接続ができたら引き続き、操作をおこなってください。 

⚫ ブラウザーは「全画面表示」にしたうえで操作をすることを推奨します。 

 

ログインと画面構成 

遠隔デスクトップへのアクセスは以下のとおりです。 

 

世田谷キャンパス 

https://rds.sc.tcu.ac.jp/ 遠隔デスクトップ_1：授業優先の接続先があります。（後述） 

https://rds2.sc.tcu.ac.jp/ 遠隔デスクトップ_2：授業優先です。（後述） 

横浜キャンパス 

https://rds.yc.tcu.ac.jp/ 

 

以下、世田谷キャンパスを例として説明します。 

 

1. 上記 URL にアクセスします。使用するブラウザーによっては以下のようなアクセス許可に関す

るメッセージが表示されます。許可をするようにしてください。 

 

 

  

http://www.itc.tcu.ac.jp/service/network/vpn/index.html
https://rds.sc.tcu.ac.jp/
https://rds.sc.tcu.ac.jp/
https://rds.sc.tcu.ac.jp/
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2. キーボードの F11 を押してブラウザーをフルスクリーンにしましょう。その後、TCU アカウントと

パスワードを入力して、「Login」を押します。 

 

 

3. 画面構成 

⚫ RECENT CONNECTIONS：過去の履歴が表示されます。 

⚫ ALL CONNECTIONS：接続できる遠隔デスクトップの一覧です。 
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4. 「ALL CONNECTIONS」欄、「SC RDP」の左隅の + をクリックすると － に表記が変わります。 

https://rds.sc.tcu.ac.jp/ の画面 

 

⚫ 「12L RDP」「12P RDP」： 

授業優先です。12L、12P 教室利用の授業時間帯（09：00～19:00）は選択しないようにご

配慮願います。「Anytime RDP」が全て埋まっている時や、夜間などの授業時間帯以外に

ご利用ください。 

⚫ 「Anytime RDP」：常に利用可能です。通常はこちらを選択してください。 

⚫ 「（under maintenance）」が表示されている欄はメンテナンス中のため使用できません。 

 

 

https://rds2.sc.tcu.ac.jp/ の画面 

 

⚫ 全て授業優先です。12M、12N 教室利用の授業時間帯（09：00～19:00）は選択しないよう

にご配慮願います。 

https://rds.sc.tcu.ac.jp/の「Anytime RDP」がすべて埋まっている時や、夜間などの授業時

間帯以外にご利用ください。 

⚫ 「（under maintenance）」が表示されている欄はメンテナンス中のため使用できません。 

 

◼ 各環境には「sc～～01」~「sc～～●●」と専用の Noが付記されています。 

◼ 「Currently in use by 1 user.」と表示されている Noは他者が利用中のため使えません。選択し

ないようにご注意ください。 

◼ 「Currently in use by 1 user.」と表示されていない Noは使用可能ですが、使えないことがありま

す。（後述）ご注意ください。  
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接続方法（例として「Anytime RDP」欄の「scwrdp07」に接続します。） 

1. 接続前に起動しているブラウザーを全画面表示にしておくことをお勧めします。（ブラウザーの

環境/設定/使用状況によっては上下一部が見えなくなることがあるため。） 

 

2. 「Anytime RDP」左隅の + をクリックして一覧を表示後、「scwrdp07」を選択します。 

 

 

3. 接続中です。しばらく待ちます。 

 

⚫ 以下のような背景がピンク色のメッセージが表示された場合、接続ができません。 

 

① 「Currently in use by 1 user.」が表示されていない Noを選択していたとしても、接続で

きないことがあります。（他者も利用している可能性があるため） 

② 「Logout 」を押して時間を置いて接続を試みるか、「Home 」を押して「ALL 

CONNECTIONS」から他の No を選択してみてください。（「Reconnect」で再度接続

を試みることも可能です。） 

 

引き続き、操作を続行します。Web メールを利用した方法は次のページから説明します。 

TCU ストレージを利用した方法は 13ページ目から説明します。 
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遠隔デスクトップからWeb メールにアクセスする 

遠隔デスクトップを起動すると、自動的にブラウザー（Google Chrome）が起動しますので、そのま

ま、Google Chromeを使っていきましょう。 

 

1. ブラウザーからWeb メールにアクセスします。下記 URLにアクセスしましょう。 

Outlook on the web：https://outlook.live.com 

Deep Mail ：https://mail.tcu.ac.jp 

 

2. TCUアカウントでサインインします。 

(ア) Outlook on the web 

  

(イ) Deep Mail 

 

 

  

https://outlook.live.com/
https://mail.tcu.ac.jp/
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3. 受信トレイを確認して届いたメールを開いて添付されているファイルを開く/保存しましょう。 

(ア) Outlook on the web 

① 添付ファイルをクリックすることで自動的にファイルは開かれます。 

 

(イ) Deep Mail 

① 「ダウンロード」を押して、ファイルをダウンロードします。Google Chromeや Microsoft 

Edgeでは「ダウンロード」フォルダに保存されます。 

 

② ダウンロードされたファイルを開きましょう。 

 

4. ここから印刷の作業に入ります。引き続き、「印刷方法」をご覧ください 
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遠隔デスクトップから TCUストレージにアクセスする 

1. 遠隔デスクトップを起動すると、自動的にブラウザー（Google Chrome）が起動して情報基盤セ

ンターのホームページが表示されます。以下の手順で TCU ストレージにアクセスしましょう。 

 

 

  

① 「利用方法」をクリック 

② 「ICTサービス」をクリック 

③ 「TCU ストレージ」をクリック 
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2. TCUアカウントとパスワードを入力して、「ログイン」を押します。 

 

 

3. TCUアカウントユーザー名をクリックします。 
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4. 印刷をしたいファイル名をクリックします。 

 

 

5. 画面下部の「v」を押して、「開く」をクリックすると、ファイルを開くことができます。 
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印刷方法 

例として PDF ファイルをモノクロプリンターで印刷していく流れを説明します。 

 

1. ファイルを開いたアプリから「印刷」を実行します。 

2. 「印刷」設定画面上の「プリンター」欄を「モノクロプリンター」に変更して「印刷」ボタンを押しま

す。（カラー印刷したい場合は「カラープリンター」にします。） 

 

 

3. 「東京都市大学プリントサービス」画面が表示されます。内容を確認して問題がなければ「OK」

ボタンをタッチしましょう。 
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4. 遠隔デスクトップを終了して構いません。終了する時は遠隔デスクトップ上の Windows からサ

インアウトしてください。（シャットダウンはできません。ご注意ください。） 

 

 

5. 以下の画面に遷移するので適宜選択してください。 

 

⚫ 「Home」：最初の画面（「ALL CONNECTION」など）に戻る 

⚫ 「Reconnect」：再度接続を試みる 

⚫ 「Logout」：ログアウトしてログイン画面に戻る 

 

6. 「Home」を押して「ALL CONNECTIONS」などの一覧画面に戻ってからログアウトする場合は、

画面右隅のユーザー名を押して、「Logout」を押してください。 
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7. モノクロプリンター本体まで移動して、プリンターに設置してあるタッチモニタを操作します。備

え付けのカードリーダーに学生証をかざしましょう。（直接タッチモニタから 1行目にユーザー

名を入力、２行目にはパスワードを入力して、「入力」ボタンをタッチすることでも操作可能で

す。カードリーダーが故障などで使えないときはタッチ操作をおこないましょう。） 

 →  

 

8. 印刷操作をしたファイル名が表示されます。「プリント」ボタンをタッチしましょう。（キャンセルし

たいときはファイル名欄をタッチしてから「削除」ボタンを押します。） 

 

 

9. 「東京都市大学プリントサービス」画面が表示されます。内容を確認して問題がなければ「OK」

ボタンをタッチしましょう。プリンターが動き出して印刷が開始されます。 

 

学生証をかざす 


